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地域、夏の総括。
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今回のラウンドテーブルは…
この夏の地域の催しを振り返り、プロジェクターで
写真を見ながらの報告となりました。
このほか、完成したまち協ホームページの説明も。
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ラウンドテーブルは、まちのことを話す場。
地域の役員さんじゃなくても関係なく、どなたで

議事録をダウンロードできます♪

も参加していただけます。

http://harugoto.com/roundtable.htm

何かを決める場でも会議でもありません。

l

ラウンドテーブルご苦労様です。二回目の参加になります
が、地域の課題を行政に反映していきたいと思います。
8月は近鉄の社長と近鉄八尾、河内山本周辺の開発、
玉串川の整備、恩智川の清掃などについてお話させていた
だく機会がありました。今日は東山本のお話をしっかり聞
かせてもらいたいです。よろしくお願いいたします。

●すみれ会よりラジオ体操の報告

●東山本小学校区まちづくり協議会

8/1～8/30、雨が多く 5 日間中止となり、盆休み

ホームページ完成！！

も入れて計 22 日開催いたしました。

harugoto.com

8 月の参加者一日平均にして 37.2 名、

が URL です！お手持ちのインターネットが利用で

男女比＝4：6

きる端末からアクセスお待ちしております。

半数以上が東山本地域からご参加いただきまし

まち協のブログ、ふれあいサロンのページも開設

た。大変好評なイベントで夏休み以外の日程でも

いたしました！

やってほしいとの声がありました！

メールでのご意見、情報提供などお待ちしており

ラジオ体操と並行して公園の清掃、草刈りなどの

ます。

整備活動も。

info@harugoto.com

事故もなく無事に終了いたしました。みなさんご

皆様からの情報提供していただく手段として FAX

参加ありがとうございました。

での受付も開始予定です。

9/1～は東町一町会が主催（後援すみれ会）となり

このホームページは地域のパンフレット的な役割

ラジオ体操は引き続き開催しております。

を担っています。

総計 781 名の方にご参加いただきました。
●8/24 サマーフェスティバル

東山本ラウンドテーブルの議事録もダウンロード

大雨により東中学校体育館で開催となりました。

●まち協、ツイッター始めました！

吹奏楽部の演奏でスタートし、子どもたちのバン

@matikyou0847

ド演奏、かき氷に金魚すくい、コイン落としなど

地域内の様々な情報をで発信していきます！

楽しそうな子どもたちの声であふれた１日に。

これらのインターネットコンテンツは地域の仕組

できます。

みや様子などを多方面に伝えることを目的とし、
●8/31 東山本小学校運動場清掃

東山本地域の情報共有の基盤に活用していきたい

年間を通して小学校のグランドや体育館を利用し

と思っております。

ている地域のスポーツ団体が協力して清掃活動を

アクセス、フォローお待ちしております！！

行いました。計 200 人近い方にご参加いただきま
した。ご協力ありがとうございました！
●ほほえみサロンふれあい喫茶
●8/23～24 校庭キャンプ

毎月第 3 水曜日

３回目が行われました！

※1 月と 8 月はお休み

あいにくの天候で校庭でテントが設営できません

9 月…17（水）、10 月は 15（水）

でしたが、防災テントの設営や生駒山麓公園 NPO

に開催します！

の方とキャンプファイヤー、姉妹都市である奈良

東山本上之島町会集会所（東山本薬局北へ入る）

県五條市から提供していただいた天体望遠鏡での

午後 13：00～15：30

太陽の観測、朝食に防災食を食べたり、子どもた

9/17（水）には健康相談でコミセンに来ていただ

ちにとって貴重な夏の１日になりました。

いている保健師の朴井さんも出張講義に来られま

ぽく い

すのでお楽しみに。

2 学期がスタートし耐震工事も順調に進んでいま

夏休みの登校日には紙すき体験をさせていただ

す。大きな事件もなく、校庭キャンプ、ラジオ

きました。敬老の集いでその紙におじいちゃ

体操などイベントを開催していただきありがと

ん、おばあちゃんの似顔絵を描きました。

うございました。

この似顔絵の展示会をアリオ八尾でさせていた

八尾は地域行事への参加率が全国平均より下のた

だきました。貴重な体験をさせていただきあり

め、地域の皆様と連携して参加率を上げていきた

がとうございます。

いと思います。
幼稚園、保育園は国の方針で『子ども園』となる

●土曜スクール
9/20

防災訓練

予定です。少子化の波はここ東山本にも来ていま

10/18

人権落語

すが、子どもたちを地域全体で育んでいけたら

を予定しております。

と思います。地域のみなさまご協力お願いいた
します。
●10/11 運動会
地域の皆さまもお気軽にお越しいただき、子ど
もたちのがんばっている姿をご覧いただけたら

少子化のあおりをうけ、一部の地域では子ども

と思います！

会のない地区もあります。昨今、子どもが被害
者となるケースの痛ましい事件も多く発生して
いる中、子どもたちの交流の場としてだけでな

八尾の郷土料理シリーズ③

く、子ども会がもつ『地域の目』としての役割
が見直されています。お住いの地域での子ども
会活動に関しましては、お住まいの町会などの
団体にお問い合わせください。

夢を抱き、責任感の持てる子に。
あいさつ、登下校の所作、制服の着こなしなど
厳しく指導して参りたいと思います。

●じゃこまめ●
10 月から 11 月に、ため池を干して捕れた小鮒
やもろこ、小エビなどを丸ごと炭火で焼いて、
大豆と軟らかく煮込んだ保存食。
代表的な中河内の郷土料理の一つで、クセにな
る味わい。
①大豆２カップをよく水洗いし、前日からたっ
ぷりの水に漬け、充分にふやかしておく。
②大豆が軟らかくなるまで炊く。
③厚手の鍋に濃い口醤油 120cc を入れ、煮立っ
たらもろこ 300ｇを入れる。
一煮立ちした後、②の大豆を入れて煮立てる。
④鍋一面に泡が立ったら、砂糖を入れ、吹きこ
ぼれないように約 10 分蓋をして煮る。
⑤④に酒 300cc を加えて 20 分煮る。
みりん 50cc
を加え、とろ火で 15〜20 分煮る。
⑥煮汁が残っているうちに火を止め、すぐにバ
ットにあける。冷めるまで待つ。

前回僕が参加した回よりも議論の中身が進歩してい
て驚きました。
ここで議論されたことを行政もしっかりサポートし
ていきたいと思います。
ラジオ体操に関しては、河内音頭体操というものが
できたのでその音源とラジカセを八尾全域に配りた
いぐらいです。地域分権の柱に『健康』を加えたい

コミセンに来年度から保健師の方に常駐していただ

と思っています。公園への健康器具設置、ラジオ体

こうと思っています。

操の実施、ウォーキング用のランドマーク整備など

地域のイベントなどで保健師や福祉関連業務とコラ

来年度より進めていきたいです。

ボレーションすることでその存在を浸透させるとと

防災用のテントなどもどんどん活用してほしい。地

もに利用率のアップも図っていこうと思います。

域目線のちょっとした工夫から生まれるアイデアに
まちづくり交付金をどんどん使っていってほしいと

子どもたちと地域のつながりを深める面では土曜ス

思いました。

クールなどで地域とコラボすることも大切だと思い

校庭キャンプも八尾全域でぜひ。こういった体験を

ます。イベントを通じて新しい体験を子どもだけで

通して子どもたちと地域がつながっていけたら地域

なく地域全体でできたらと思います。その意味では

に活気が生まれると思います。八尾市は『吹奏楽の

あいさつ運動は八尾市全域に広めたいです。

まち、八尾』として吹奏楽への支援をしています。

ふれあい喫茶もありがとうございます。

年間 500～1200 万円の予算を楽器購入費用などにあ

高齢者の方々にとって地域行事参加への大きなきっ

てています。めざせ全国大会！です。

かけとなっています。

体育施設の清掃ありがとうございました。こういっ

近鉄の社長さんとお話したと冒頭で申し上げました

た清掃活動や、5 地域連携で行われる恩智川クリーン

が、河内山本駅のバスターミナルを拡張したいと私

アップ作戦、さくら基金での玉串川整備など、キレ

は思っています。

イなまちを目指していきたいです。

すぐにはできないと思いますが、高架化し高安操作
場を奈良へ移転していただくようお願いさせてもら

八尾市も facebook、twitter など運営中ですが、ホ

いました。また踏切の歩道の安全化、玉串川の整

ームページを通じて地域の情報集めをお願いいたし

備、観光面でも連携して近鉄さんといっしょに進め

ます。地域の情報は地域で共有することが大切で

ていきたいと思います。

す。市民の皆さまもぜひご協力お願いいたします！

10/5 に今年も開催されます！
意外と知られていないことかもしれませんが、
子ども会に加入していないお子さんでも市民スポーツ祭にご参
加いただけます！！
『うちの子は子ども会入れてへんから参加させられへんわ～』
『ぼく、子ども会入ってないから行かれへんねん…。』
などの声を多く聞きます。
皆さんお誘いあわせのうえ奮ってご参加ください！

